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【3/9-3/11オンライン開催】論⽂出版ワークショップ（Nature
Research Academies）の開催のお知らせ （学内限定）/ On-line
workshop for publication of academic papers

このたび、本学若⼿研究者の英語論⽂による研究成果発信を⽀援するため、下記のとおり論⽂出版ワークショップをオンラインで開催致します。
どうぞふるってご参加ください。
This is to inform you of the following on-line workshop for publication of academic papers in English by young researchers.

March 9th (Tue)- March 11th (Thu), 2021 17:00－19:00

Nature Research Academies 
“Getting Published: Effectively Communicating Your Research”

March 9th (Tue) 17:00 – 19:00 Effective Academic Writing 
（効果的なアカデミック・ライティングとは）
このコースでは、英語で⾃分の考えを明確に伝達する⽅法を学びます。⽂法は重要視しないので、参加者の英語レベルは問題ではありません。コ
ースは3つのセクションに分かれています。最初のセクションでは、3つの認知学習原理︓①認知負荷理論、②認知バイアス、③読者の期待（予
想）について説明し、さらに⽂を簡潔に保つ⽅法、曖昧さを回避する⽅法、論理的な構⽂を⽤いて読み⼿の理解を⾼める⽅法をアドバイスしま
す。次のセクションでは、能動態の使⽤や適切な⾔葉の選択により、読みやすさを向上させ、読者の注⽬を切らさない⽅法についてお話ししま
す。そして最後のセクションでは、アカデミック・ライティングにおいて犯しがちな間違いと、論⽂に適した動詞の時制について説明します。
This module does not focus on grammar, but rather how to clearly communicate your ideas in English. Therefore, it is suitable for all
levels of English proficiency. In the first section, we discuss three cognitive learning principles: cognitive load theory, cognitive bias,
and reader expectations. The section gives advice on how to keep sentences concise, avoid ambiguity, and use logical sentence
structure to improve reader understanding. The second section focuses on improving readability, such as through active voice and
appropriate word choice, to better engage readers. Lastly, we cover some common writing mistakes, as well as appropriate verb
tense for manuscripts.

March 10th (Wed) 17:00 – 19:00 Publication Ethics 
（論⽂発表の倫理）
このコースでは、研究、そして論⽂の執筆において「倫理的な⾏動」をとるために重要なテーマを取り上げます。許される画像改変と、許されな
い画像改変の違いはどこにあるか、論⽂の著者として記載されるための資格、利益相反をめぐる倫理的問題、論⽂の適切な投稿⽅法、研究を複数
の論⽂に分割する⽅法について解説します。さらに、剽窃とは、⾔い換えの適切な⽅法とは何かについて説明し、すべての研究成果の報告・共有
における透明性の重要性について話し合います。
This module covers important issues related to ethical conduct in both research and writing. We first discuss acceptable and
unacceptable modifications of your images. Then, we cover what qualifies someone to be an author on your paper and ethical issues
surrounding conflicts of interest, as well as how to properly submit and/or divide your study into multiple papers. We will then cover
plagiarism and how to properly paraphrase. Lastly, we will discuss the importance of transparency in reporting and sharing all the
results from your study.

March 11th (Thu) 17:00 – 19:00 Maximizing Discoverability 
（論⽂が発⾒される可能性を最⼤化する）
当該分野の研究者に論⽂をダウンロードしてもらい、読んでもらうための戦略 ― タイトルのつけ⽅、検索エンジンの活⽤、抄録の書き⽅につい
て解説します。内容を明確に反映し、なおかつ論⽂にインパクトのある表題のつけ⽅、そしてSEO（検索エンジン最適化）による論⽂のビジビ
リティ（可視性）の向上とキーワードの重要性について話し合います。また、構造化抄録、⾮構造化抄録、グラフィカルアブストラクトの書き
⽅、効果的な抄録の書き⽅ついて解説します。
This module discusses how to improve the chances that your paper will be downloaded and read by others in your field. We begin
by discussing how to write a title that clearly describes what your paper is about and helps it to stand out. We then review the
importance of keywords and using search engine optimization to improve the visibility of articles. Lastly, we focus on how to write
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effective abstracts that summarize what you have done. We also discuss how to write structured, unstructured, and graphical
abstracts.

＊講義・教材の⾔語は英語です。/ The language (texts and training) is English. 
＊いずれか1⽇のみの参加も可能です（申し込みは３⽇間共通です）。 
＊ウェビナーでは質疑応答の時間が設けられます。また、投票やチャットなども⽤いたインタラクティブな内容です。
＊参加者は事前にウェビナーで使⽤するワークブック（PDF）と受講ガイドを受け取ります。ワークブックには事前課題を含みます。 
＊参加者は、トレーナーに事前に質問を提出できます。
＊ウェビナーはすべて録画されており、それそれの⽇に視聴した⽅に限り（⼀部時間のみの視聴も可）、開催⽇後30⽇間⾒直す事が可能です。 
＊Nature Research Academies 論⽂出版ワークショップについて（外部リンク）

Jeffrey Robens (Nature Research) 
＊講師プロフィール（外部リンク）

本学所属の若⼿研究者（教員・⼤学院⽣など）で英語論⽂を執筆した経験がある⽅、もしくは、現在執筆中の⽅
Young researchers (faculty members, postgraduate students, etc.) with experience of writing papers in English or writing now.

オンライン（ウェビナー） / On-line webinar

以下のURLの登録画⾯に必要事項を⼊⼒の上、お申し込みください。 
Please register at: 
https://forms.gle/QVUVNS7oQd1WvN8P7（外部リンク）
＊お申し込み後、Nature Researchから、当⽇参加⽤のURL（3通)を送付いたします。また、開催1週間前に講義に関する参加者ガイド等を送付
いたします。
After registering, you will receive 3 confirmation emails containing information about joining the webinar.

令和3年3⽉8⽇（⽉）or 各開催⽇の前⽇まで登録可 
March 8th（Mon）(for registering to all 3 webinars). 
You can also register up to the day before for each webinar.

250名（先着順 / first-come first-served basis）

⼤学⼒強化推進本部ＵＲＡステーション 岡⽥
mail︓nokada@cris.hokudai.ac.jp 
研究推進部研究振興企画課 研究企画担当 鈴⽊
mail︓k-senryaku@research.hokudai.ac.jp
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 講師 / Lecturer

 対象 / Main Target Audience

 実施⽅法 / Seminar style
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 申込期限 / Registration deadline
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 問い合わせ先 / Contact

学内研究資⾦（学内限定） 研究⼤学強化促進事業 IR⼤学経営マネジメント ランドマーク研究拠点

基礎研究ステージアップ その他 ABS

https://www.natureasia.com/ja-jp/partnership/services/academies-workshop-publication
https://www.natureasia.com/ja-jp/partnership/services/academies
https://forms.gle/QVUVNS7oQd1WvN8P7
https://u4u.oeic.hokudai.ac.jp/research-grants/
https://u4u.oeic.hokudai.ac.jp/promotion/
https://u4u.oeic.hokudai.ac.jp/ir/
https://u4u.oeic.hokudai.ac.jp/landmark/
https://u4u.oeic.hokudai.ac.jp/basic/
https://u4u.oeic.hokudai.ac.jp/common/
https://u4u.oeic.hokudai.ac.jp/abs/

